1 横須賀のアパート
前

賃料 32,000 円
+ 初期費用 10 万円

後

賃料 35,000 円のみ
（初期費用 0 円）

集金代行業務、滞納督促、入居者対応などの管
理業務のコストを削減し、収支を改善。生まれた
費用で物件の価値向上＆入居率アップを実現！

1.5 カ月で申し込み！

後

賃料 30,000 円のみ
（初期費用 0 円 + フリーレント 2 カ月）

4年間の賃貸管理委託費等の比較

（万円）
35 330,000円

収支改善！

25
20
15

99,000円

10

★どちらの例も家賃アップ &
早期に空室を解消！

0

賃貸経営+相続対策
フェスタ

新規入居時

35,000

20,000／戸

￥

更新時

建物清掃費用

￥

￥

この設備があれば、家賃が高くても入居が決まるランキング

単身向け

2位

4位

ファミリー向け

（前回３位）

（前回４位）

※2018年10月15 日全国賃貸住宅新聞より

フルタイムグループは業界のパイオニア！

設置シェア

宅配ボックス
開発・販売

再配達削減で
CO2を削減
環境大臣賞

※同社調べ

※実用新案取得

※2017年受賞

分譲マンション

世界初

No.1

うちの物件に
置けるかな？
設置シミュレーション
アプリでお試しを！

App Storeからダウンロード

スマホによる撮影で、
現地
での設置イメージを3D画
像で体感できる。導入の
申し込みも可能

受賞

コンピュータ制御式

各居住者専用の暗証番号で盗
難なし。荷物の出し入れも履
歴で管理でき、放置を防げる

８年で新品に入れ替え

宅配業者の荷物の入れ違いや、 フルメンテナンス付きリース
入居者からの問い合わせには、 年１回の定期点検や無料故障
直営のコールセンターが対応。 修理付きで、更新時は無償で
交換。リース料は経費計上可
オーナーの手間なく素早く解決

18

ページ

欠かせない設備となったが、初め

宅配ボックスは今や賃貸住宅に

また、業界初のフルメンテナン

され、残った荷物も管理できる。

や故障時の修理も、追加費用が発

2019 春号

ス付きで、契約期間内は定期点検

発したのは
（株）
フルタイムシステ

生しない。荷物が取り出せないと

70

て登場したのは 年前のこと。開

ムで、現在、新築分譲マンション

いったトラブルにも自社運営のコ

ートするので心強い。入居者から

の宅配ボックスで ％以上と圧倒

クスを賃貸住宅用に最適化したの

直接、 問い合わせをもらうため、

24

時間体制でサポ

が「チャレンジボックス」だ。８

オーナーが現地で開錠するといっ

ールセンターが

年間の月額リース契約で、子会社

た手を煩わせることは一切ない。

的なシェアを誇る。その宅配ボッ

の（株）フルタイムロッカーが販

サイズは基本３タイプ。リース

取材・文／菱沼 晶

売を担っている。

【対象エリア】全国

料はこれらのサービス込みでどれ

東京本社
東京都千代田区岩本町2-10-1
FTSビル8階
受付:9:00～18:00
定休日:土曜・日曜
ホームページ:
http://fulltimelocker.co.jp/

「チャレンジボックス」はコンピ

株式会社フルタイムロッカー

を選んでも月額９０００円
（税別）

のほか雨水に耐える防滴タイプも

03-5825-9517

お問い合わせの際には
「オーナーズ・スタイルを見た」
とお伝えください。

ュータ制御式で、暗証番号は世帯

いたずらによる施錠や荷物の盗難

登場し、屋外設置も可能となった。

●お電話でお問い合わせ

ごとに持つ。ダイヤル式のように、 とリーズナブル（別途工事費）。こ

などのトラブルが未然に防げて安

同社は４月のフェスタに出展。

もらえる資料はこちら

メンテナンス付きリース
の賃貸専用宅配ボック
ス「チャレンジボックス」
の詳しい資料や導入事
例集をご送付します。

心だ。操作は案内画面に従ってタ

無料
見積もり

また「成約応援キャンペーン」も

取材・文／神戸 久美子

盗難やトラブルに強い

24時間365日安心

ッチするだけなので、配達員も受

2019 春号

※別途工事費
10万円～
（税別）
が必要

コールセンターサポート

000ページ
103

月額リース料

9000円～（税別）

実施するので活用いただきたい。

無料相談

0円

導入は、コンピュータ制御式の
8年入れ替えフルパッケージモデルが安心

●一括資料請求＆相談・見積もりは
同封の A4 ハガキ、または
インターネット読者ページからどうぞ

資料請求

初期購入費

取人も迷わない。使用履歴が記録

のがワンコイン賃貸管理でした」

契約・更新業務などの手数料も

実働業務に対する報酬、という考

一括資料請求&相談・見積もりの詳細は９ページをご覧ください

（株）アップル管理が提供する「ワ

ンコイン賃貸管理」は、集金代行

業務、滞納督促、入居者対応とい

え方で定額にして業務内容・コス

トを透明化。設備投資やリフォー

ム、客付けの費用など、浮いたコ

ストの有効な活用法もオーナーに

提案している。また、どんな人が

部屋を探しているかを調査・分析

し、賃料を下げることなく反響の

出る募集方法を提案するなど、募

集条件のアレンジや客付けにもオ

「 管 理 コス ト の 削 減 は も ち ろ ん 、

資産価値の向上、そして入居促進

へとつなげる、現状と比較した改

（一部エリアを除く）

善方法も提案できます」

【対象エリア】東京・神奈川・千葉・埼玉

４月のフェスタにも出展するの

東京都渋谷区神泉町1-18-3階
受付時間：９：30～18：00
定休日：土曜・日曜・祝日
メールアドレス：
info@apple-kanri.jp
ホームページ：
http://www.apple-kanri.jp/

で、少しでも気になった方はお気

株式会社アップル管理

軽にご相談を！

03-6455-2866

お問い合わせの際には
「オーナーズ・スタイルを見た」
とお伝えください。

った賃貸住宅の基本的な管理業務

●お電話でお問い合わせ

を１戸あたり５００円で請け負う

なしでご紹介致します。

画期的なサービスだ。

物件ごとにその地域で安価な業者を選定し、中間マージン

Copyright © 2018 Apple Management, Inc. All Rights Reserved.

このサービスを発案した同社の

産相続をご提案�有償サービス�

八塚さんは、ご自身も賃貸オーナ

況を確認させて頂き、それぞれのケースにあった最適な不動

ー。管理会社の業務内容と不透明

ています。各分野の専門家とも連携し、ご家族や資産の状

な価格設定に疑問をもったことが

専門士、相続支援コンサルタントなどの有資格者が在籍し

となる場合があります。

開発のきっかけだったという。

アップル管理には、宅地建物取引士はもちろん相続対策

※弁護士への個別相談等の一部サービスは別途有償

10

万 円 で も５ 万 円 で も 、

�有償サービス�

「賃料が

について投資分析・出口戦略などご相談可能です。

実施する業務の内容は同じなので、 ーナー目線の独自ノウハウを発揮。

中間マージンなしでご紹介致します。

す。お預かりしている物件を含め、オーナー様の資産

賃料によって管理費を変える必要

物件ごとにその地域で安価な業者を選定し、

弊社の親会社は不動産投資顧問業の登録業者で

はない、管理コストを下げて、そ

収支明細など ���で共有

4,500～／１棟

のぶんを入居付けや入居者満足度

をご用意

アップのために使うべきだという

オーナー様専用�������

考えに至りました。オーナーの一

最新情報がLINEに届きます！

人として、自分も任せたくなる賃

無料
見積もり

貸管理を模索した結果、発案した

一括資料請求&相談・見積もりの詳細は９ページをご覧ください

●一括資料請求＆相談・見積もりは
同封の A4 ハガキ、または
インターネット読者ページからどうぞ

ワンコイン賃貸管理や
コンサルティングなど
アップル管理のサービ
スを紹介する資料をお
送りいたします。

空室対策 !!

退去時

／戸

20,000／戸

もらえる資料はこちら

や
バリューアップ
入居促進で

A社
アップル管理
※1 試算条件：管理費 3,500円／月
契約手数料1ヵ月
更新手数料0.5ヵ月（当社調べ）

￥

自身でも賃貸オーナー
をしている八塚さんが
ご提案します！

無料相談

●入居者募集時の
資金として活用

各種業務の手数料も定額で安心

初出展 !!

資料請求

●和室を洋室に
リフォーム

5

4月13日（土）

18

20 万円
以上

30

１カ月で申し込み！

ページ

●トイレに温水
洗浄便座を導入

―賃料9万円の場合― ※1

宅配ボックスは人気設備ランキングで急上昇！

OS

レポート

◉フルタイムロッカー

◉アップル管理

賃料 23,000 円
+ 初期費用８万円

できること…

都内区分マンション

2 京成大久保のアパート
前

20万円で

コスト削減イメージ

チャレンジボックス

宅配ボックス

住宅設備

ワンコイン賃貸管理

防滴
タイプ
登場！

今や必須の宅配ボックスは
業界トップの信用と安心で

管理、仲介

そんなオーナーにおすすめ！

賃貸専用
宅配ボックス

宅配ボックスのパイオニア企業が、業界初フルメンテナンスリース契約の賃貸
専用宅配ボックスを供給。他社にない安心機能と充実サポートに注目したい。

募集条件の
アレンジ力を活かした
客付け力にも強み

レポート

フルメンテナンス付きリース

賃貸管理

管理コストを抑えたい
今の管理会社に不満

１戸あたり月額５００円、新しい料金体系の賃貸管理サービスが登場。ご自身
も賃貸オーナーの担当者だからこそ生まれた、オーナー目線のサービスとは。

OS

低価格で従来のサービスを。
収益を改善して空室対策！

ご存知ですか？

35

102

【ワンコイン賃貸管理】だけじゃない！
費用も明確、Ｗｉｆｉサービスのコスト構造をご説明致します

＜アップル_Ｗｉｆｉサービス＞
例）10戸軽量鉄骨アパートの場合
＜他社参考価格＞

＜アップルＷｉｆｉサービス＞

・月額費用：10,000円

→

・月額費用：6,800円

・初期工事費：450,000円

→

・初期工事費：180,000円

※どちらもＮＴＴ回線１Ｇｂｐｓ （実効速度の方が重要です）
実際に導入したアパートの回線速度も公開しております。
是非、弊社ブースにお立ち寄り下さい。（セミナーＤ会場隣 ブース５１ ）

＜アップル_プロパンガスサービス＞
プロパンガス会社を変更することで、（入居者への負担もなく）
設備バリューアップ、リフォーム資金の調達が可能です。
実例）松戸市の１Ｋ ４戸アパートの場合
＜既存ガス会社＞

【オーナーへのサービス】
・給湯器設置/故障対応

＜アップル提案ガス会社＞

→

【オーナーへのサービス】
・給湯器設置/故障対応
・エアコン設置/故障対応
・ｶﾞｽｺﾝﾛ設置/故障対応
・ﾓﾆﾀｰﾌｫﾝ設置/故障対応
・現金３万円／戸 支給
ガス料金も今より安価に！

※現在のプロパンガス会社との契約に、制約がある場合もご相談下さい。

